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テーマは…

『ここは今から哲学です。修悠館 Ver』
人はみな、悩んでいる。毎日のように、何かしら悩んでいる。あるいは考えている。
考えすぎてよくわからなくなるくらい、考えている。かも。
なにか考えるときにツールになるものはないだろうか。うわさやフェイクじゃない何か・・・。

そんなあなたに、ひとつの鍵を手渡したい。

そこで！図書委員会が今回イベントを開きます。
「哲学」という鍵。生きていく上で役に立つはずです。

日時 ：7 月 15 日（木）14：10～15：40（5～6 時限）
会場 ：図書館 B 棟 2 階
講師 ：手島 純 氏（星槎大学教授）
申し込みは図書館へ。学校司書に手渡してください。
参加した生徒は「特別活動」1 時間がつきます。

問合せ先
生徒活動支援グループ
図書館
電話 045-800-3704

＊マスクの着用をお願いします。
＊また、体調の悪い時は無理をしないで下さい。

----------------------切り取り線------------------------「図書館ぶんか講座」 参加申込書
クラス（

）組

生徒証番号（

（B 棟 2 階図書館カウンターに持ってきてください。）

）氏名（

）

---------------------切り取り線-------------------------生活の中で感じる「悩みごと」
「困り感」など記入して、図書館前「困った箱」に入れて下さい。
当日とりあげてほしいこと、
書いてください。匿名 OK!
書ききれない時は別の紙
に書いてください。
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新しい本 （5/1～6/7受け入れ）
☆生徒リクエスト★おとなリクエスト
ジャンル
PC
読書
ZINE
心理学
応援本
日本史
国旗
旅

社会

進路
化学
地学

生物

健康

環境
生活

美術
写真集
音楽
サッカー
野球
小論文
英語

請求記号
007-サ
007-デ
007-ヒ
019-サ
051-ガ
146-フ
159-ス
159-ユ
210.6-ホ
288-ア
293.7-イ
B-290.9
317-タ
333-ハ
361-ク
361-シ
375-ヤ
380-シ
366-シ
375-ワ
376-オ
430-サ
448-ヨ
451-イ
451-キ
451-コ
452-カ
460-オ
480-イ
489-ミ
491-ミ
493-ス
495-オ
498-サ
519-ヨ
519-ロ
593-キ

書 名：著 者
PowerPointでかんたん!動画作成:澤崎/敏文
できるGoogle for Educationコンプリートガイ
Google式10Xリモート仕事術:平塚/知真子
ドラゴン桜超バカ読書:桜木/建二
girls ZINE 女子のためのジン案内
親の支配脱出マニュアル:藤木/美奈子
友達0のコミュ障が「一人」で稼げるようになったぼっち仕事術:末岐/
碧衣
マンガでわかる!気分よく・スイスイ・いい方向へ「自分を動かす」技
術:ゆうき/ゆう・Jam
陰謀の日本近現代史：保阪/正康
そんなわけで国旗つくっちゃいました!図鑑：吹浦/忠正他☆
魅惑の絶景と美食旅ナポリとアマルフィ海岸周辺へ：祝/美也子
ももこの世界あっちこっちめぐり：さくら/ももこ
消えたレッサーパンダを追え!：たけたに/ちほみ他
10代からのSDGs：原/佐知子
絶望死 労働者階級の命を奪う「病」：クリストフ他☆
「ハーフ」ってなんだろう?：下地/ローレンス吉孝
もともと絵は抽象である 高校の美術で探った「絵画とは何か」：山
廣/茂夫
熊楠と幽霊：志村/真幸
進路決定 資格・職業・奨学金ガイド 2022年入試対策用
中学・高校社会科授業ICT活用ガイド：新井/貴之他
大学図鑑! 2022 有名大学83校のすべてがわかる!：オバタ/カ
ズユキ他
世界史は化学でできている；左巻/健男
方向音痴って、なおるんですか?：吉玉/サキ
図解でわかる14歳からの脱炭素社会
ときめく雲図鑑：菊池/真以
地球温暖化を解決したい エネルギーをどう選ぶ?：小西/雅子
なぞとき深海1万メートル：蒲生/俊敬他
生命の謎に迫る：太田/猛彦他
ざんねんないきもの事典 ますます/さらに ：今泉/忠明他★
この世界からサイがいなくなってしまう ：味田村/太郎
若返るクラゲ老いないネズミ老化する人間：ミッテルドルフ他☆
発達系女子とモラハラ男 傷つけ合うふたりの処方箋：鈴木/大介
他
げっけいのはなし いのちのはなし：おおいし/まな他
「雨ダルさん」の本：佐藤/純
地球環境問題へのアプローチ：横山/丈太郎
環境破壊モンスターから地球を救おう!：ローデ他
まるっと365日!自分史上いちばん垢抜ける♥3色コーデ帖：きりま
る
おいしいゼリーブック
絵を見る技術 名画の構造を読み解く：秋田/麻早子☆
究極の筋肉ボディを描く：ローリセラ☆
うまく描くの禁止：さいとう/なおき☆
全国厄除け郷土玩具：中村/浩訳
ノースウッズ 生命を与える大地：大竹/英洋
横浜 「外国につながる」ではひとくくりにできない中高生の作品集
作曲はじめます! マンガで身に付く曲づくりの基本：
教えないスキル：佐伯/夕利子
奇跡のバックホーム：横田/慎太郎
時事から学ぶ小論文 2021第2号 情報編
やさしい英単語の相性図鑑：すずき/ひろし

596-ク
720-ア
725-ロ
726-サ
759-ナ
748-オ
748-ヨ
763-モ
783.47
783.7-ヨ
816-シ
834-ス
BASIC GRAMMAR IN USE with answers 初級編 マーフィーのケ
835-マ

小説913.6
正欲：朝井/リョウ 死にたがりの君に贈る物
語：綾崎/隼 ★烏百花 白百合の章：阿
部/智里 わたし、定時で帰ります。[3]ライジ
ング：朱野/帰子 スモールワールズ：一穂/
ミチ ☆ NieR:Automata長イ話/短イ
話：映島/巡 薔薇のなかの蛇：恩田/陸
★ めぐりんと私。：大崎/梢 ★グッバイ・イ
エロー・ブリック・ロード：小路/幸也 新謎
解きはディナーのあとで：東川/篤哉 本
心：平野/啓一郎 ★男の子になりたかった
女の子になりたかった女の子：松田/青子
エレジーは流れない：三浦/しをん ★月下
のサクラ：柚月/裕子
絵本E
うえきばちです：川端/誠 いつかあなたをわ
すれても：桜木/紫乃他 うどん対ラーメ
ン：田中/六大 みにくいマルコ えんとつ町に
咲いた花：にしの/あきひろ あきらがあけて
あげるから：ヨシタケ/シンスケ
文庫B
五郎治殿御始末：浅田/次郎 ☆小説仮面
ライダーエグゼイド マイティノベルX：高橋/
悠也 ユア・フォルマ：菊石/まれほ ☆上野池
之端鱗や繁盛記：西條/奈加 そして、バトン
は渡された：瀬尾/まいこ 小説BATTLE OF
TOKYO vol.1：月島/総記 キャラク
ター：長崎/尚志 すみれ荘ファミリア：凪良/
ゆう 走れ外科医/逃げるな新人外科医：中
山/祐次郎 かなしきデブ猫ちゃん：早見/和
真 旅屋おかえり：原田/マハ 魔力の胎動：
東野/圭吾 薬屋のひとりごと9～11：日向/
夏 夜空に泳ぐチョコレートグラミー：町田/そ
のこ 祝言島：真梨/幸子 余命3000文
字：村崎/羯諦 水族館ガール2～7：木宮/
条太郎 あしたの君へ・朽ちないサクラ：柚月
/裕子★
コミックC☆
呪術廻戦 東京都立呪術高等専門学校0/呪術廻
戦16：芥見下々 SPY×FAMILY7：遠
藤/達哉 実録保育士でこ先生1～3：でこぽ
ん吾郎 王様ランキング10：十日/草輔 #
神奈川に住んでるエルフ1：鎧田
エッセイ914.6-ミ

ワンさぶ子の怠惰な冒険・神さまたちの遊ぶ庭：
宮下/奈都★

中国文学923-リ-3
三体 3[上] 死神永生 上下：劉/慈欣
韓国文学929-チ
ミカンの味：チョ/ナムジュ
英米文学933-ヘ
不滅の子どもたち：ベンジャミン

ンブリッジ英文法☆

たまには、一人でいたい気分もあるし、そういう時は図書館で過ごしたらいいよ。

